
睦藤俊太鄭二子どもにお鞭る射影的空馨認識の発達について 6蓋

子どもにおける射影的空間認識の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発達について

佐藤俊太郎（数学科教育）

§1　はじめに

　幾醤学は覆史的発地からすると，紀元離3§暮年ご

ろ，アレキサンドリアに住んでいたギ婆シャ人
ユーク1タッド£嚢C豆量磁3暮暮書．C．ころ／が，ナイル溜畔

において土地灘量のために発達したこれまでのそ

ぼくな幾侮学を集大成してゼ幾何学原論壌欝巻に

したことに始まる。

　そして給轡1紀に入ると，フランスのボアンカレ

銭．Po重麗忽吾（欝欝一i髄2〉によって位相幾簿学が

纈織的に醗究されるようにな撃，幾繕学は概して

ユーク讐ッド幾縛学，躰影幾醤学，位穣幾無学の
　　　　　　　　　てエぎ
繹1に発見されてきた。

　このよう1こ幾蒋学の歩みを考えると，人懸の空

閤概念はユーク弓ッド空聾から覆轍空聞へという

発達をたどるかのように見える。

　ところがスイスの心蓬学者，ピアジェ」．Pl鎗et

（至8§ε一1§8（肇）　畢ま

　“幾無学における子どもの発達の灘淳は，歴史的発
　　　　　　　　　　　　　　　　‘2｝見の繹i序を逆にするように患われる。外

といい，　さら轟こ

　“その発達の鑛序は逆，つまり位掘空間から窮影空
　　　　　　　　　　　　　　　　（3｝
翼，　ユークリッド空間の羅嚢である。聾

とまで弱書している。

　ところで，わが国における鱗形教育はどのよう

におこなわれているかを振蓼返ってみよう。
　　　　　　　　　　ぐイタ
　小学校学習詣導要領によると，図形教育は第i

学年からユーク1タッド幾繕学に始ま警，射影幾梅

学的内容は第4，第§学年においてわずかに取り

搬われ

　　1第4学隼）
2　内　　　容

C　図　形

　／2）基本的な立体毯形について種解させるととも

　　に，空罷慰こついて簡単な考察ができるようにす

　　る。

　　ア　立方体及び直方体について運解すること。

　　イ　薩方体に関達して．癬線や平懸の平行及び垂

　　　庭を矯ること。

　　ウ　空聞にあるものの｛宣羅グ〉表し方を知ること。

　　海容の取搬い

　　　跨容グ）Cの（2窺騰達して，適宜簡単な見取緩や

　　展講舞をかくことなどを取参議うものとする。

　　〔第6学隼1
　　跨　　　容

　　すい及び円すい／を矯畢），それらを表した吟作っ

　　た酵すること力雪できるよう1こす“る．

　　ものとする。

　　ア　角柱，緯姓及び湾すいとしては，それぞれ壷

　　角柱，澄霧往及ぴ直霧すいをラ角すいとしては

　　正角すいを取り掃う程度とすること。なお，脅す

　　いや縛すいを作るのは展囎緩が簡単にか謬る

　　場合に鞍ること。

　　イ　これらぎ）立体籔彩については，適宜．晃取繕

　　　をよんだりかいた辱すること，篶単な場合につ

　　いてその立獲麟又は平錘纒に当たるものをよ

　　んだ鞍かいたむすることなどを取静掻うことゆ

　（3）

3

2

C　緩　形

　／21基本的な建捧（角技及び門柱／及びすい館（角

3　内容の取援い

轡　内容のCの（2／1こついては，次の事項に醗癒する

　位相幾何学的内容においては，小学絞・中学校
　　　　　　モラコの学習鮨導要領を通じて全く学習されていない．

　いな，もっと正確にいえば，直前の中学校学習
　　　くらン
指導要額では亨中学校

　　〔第3学旬
2　内　　　容

C　國　彩
　麟　点．線，嚢のつなが鱗こ蕎§して選影を考察し，

　　豪た壷線，平藏および空馨の菰がりについての運

解を深めて，泣権的な見方など舞形や空間につい

ての見方を豊かにする．

ア　平面は，その平露上にある閉じた藤織（多角

　形，湾など。擁こよって，内部と外記とに分けら

　れること．および空閨は，その空鷺にある醗じ

　た麟藏（多彊体，慧など。／によって，海部と舛

　灘善こ分けられること。

酔
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　　イ　多錘体」）磧点，透および薔の闘の驚孫。

となっていたのであるが，今醒の新学習旛導要
ピアき

鎮では，全く離縁されてしまったのである。

　もし，幾無学1こおける子どもの発達の懸序がピ

アジェのいうとお静であるなら．その発達1こふさ

わしい方法で紘撫幾無学や麟影幾何学に絹当する

内容が学習されるべきであ！タ，ユーク掛ソド的な

尺度を空筒認識の患発点とする学習方法は，幾磐

学発見の鰹史的纈淳にのみ忠実なあま1ラ，教官的

には誤った騒形指導であるといえよう。

　もっとも舅絵雛鋒，わが羅の数学教育は「読み，

書き，そろばん」の言葉が示すとお鯵，数量とく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごおンに計算に偏重していたことは事実であった。

　現在では，この偏重も是正される方海にあるよ

うだが，これに際して積極的に図形領域の内容に
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐむンもかかわって検討されるべきと患われる。

　そこで筆者は今醤．躰影的空懸認識の実態を擬

握するため，影の投射の実験をおこなってみた。

影の形を予想し，その饗象を説窮することは．幾

侮学的次元の閣無筆1懸1こ訴えることであ9，純粋
　　　　　　　　　　ほ　に幾鯵学的なも」）である。子どもにとっては，か
　　　　　　　　　　　　　　　　　ほりな讐高度な実験であるだろうが，「携座」という愚

昧での「幌点」の変換の様子についてもみていく

ことができるし．また結果としての影は2次元に

投影されるという燕，色彩や材質の捨象によって

形が麹象されるという点で，だれが見ても全く客

観的であって，そのことによる子どもの反応をみ

ていくこともできるからである。

　この実験をとおして

　〔il射影的考えが小学校段踏の子どもにどのよ

　　うに発達していくか

　（21駁影的教材を指導するのに，影を繕いて学

　　習を麗麗することは薄能か

をみとどけ，躰影的教材の学習に役だてたい。

§2　調査について

　エ　講蛮隼欝欝

　i§8馨年鍍月25醤～i2月掲嚢

　2　被講蛮老
　福島大学購羅小学校晃童

　6歳晃（第i学隼／～葺歳晃／第6学年／の各

隼齢紐つき　男鎗名　女欝名　小計32名

　合計　鷺2名

　（涯）　子どもの擁鐡は無作為擁鐵による。

婚8玉隼i2舞

3　譴責協力者

橿島大学遵年生　五十嵐公子

　大津　高男　　木野内良文

　佐藤　晴夫　　鈴木　美綻

　長分絹ひとみ　憩賀ひろみ

大霜　博之

清井　隆志

千代蟹ヒ原子

§3　実験方法と調査の結桑

　調査には婚人があたり，5人ずつ2蕨（A班，

B蓬〉に分かれる。

　A蓬は次に掲げる諸実験を実験！，実験2，実

験3の顯におこない，β班絃実験3，実験2，実

験亙の緩におこなう。

　餐蓬とも5人のうちi人が被験者と｛藤談し，i

人が室内の照墾に関して補勧をするとともに時開

を計る。2人1ま実験における箆鷺の動作，会話を

記録し，残9重人が次に被験者となる児童の遊び

相手をする。実験中は被験者に動穏を与えないよ

う綴心の注意をする。会話はカセットテープレ

コーダーで録音し記録を補う。

／葺実験霧的
　梅郷の影の設穿蜜こ関する子どもの認識がどのよ

うに発達していくかを調べる。

（2）　実験馬具とその醗選

　物体　円盤（褻径葺鋸，厚さ§．賛麟

　　　　澄方体（2灘×6磁×欝。癖

　　　　円すい（底面の潅径欝。醗，高さ鷲。癖

　　　　物体はすべて青色

　コーヒーカップ（白色／　この影の影をかいた紙

　スポットライト（5馨癖W／　スクリ～ン

　解答罵紙（26c醗×建．5c麟　　筆記罵異（鉛筆／

ストップウォッチ　台座（§種類／　暗幕

　○補勘考

叢

一325鐡

誌録音O
　　　　，｛野

　　　　台　　○被験巷
説賭○　肇
　　　　　　　争65頓鍛

麟　実験方法
　①　被験者が入室し着座したら，コーヒーカッ

　　プを手緩し，それが簿であるかを尋ねる。

　⑫　コーヒーカップを光源とスク1フーンの霧

　　／被験者の歪馨／に置く。（写真茎をみよ／

　③光源，物体（コーヒーカップ），スク婆一ン

　　の｛宣鐙を確認させる。
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　　　　　　　　写真茎

確）　スオξットライトをつ馨亨スク夢一ンに物体

　（コーヒーカップ）の影ができることを示す。

　注〉ス讃ットライトをつけるときには，室内

　　の照明を全部消す。

⑤　スク婆一ンにできた影の形をかいた紙（写

　糞2〉をみせ，スク解一ンにできた影と瞬じ

　形であることを確認させる。

　（影　予想した影の形に対して，なぜそういう形

　　になると思ったのかを尋ねる。

　　　露葉と麟のどららの方法でも影の彩を表饗

　　できなかった場合隷次華こ進む。

　◎　実際に物体に光をあて影6）形を見せる。そ

　　して予想した影6）彫と霧じかどうか確かめさ

　　せる。予想と羅董じ場合1まこ津tで終オうる。達っ

　　ていた場合及び影孝）彰を簑えられなかった場

　　≦≧はう　なぜスクヲーン確こできた影の無季1こなる

　　のかを尋ねる。

円盤／搬　円盤を光源に蝉し承平にξ叢いた状態。（影

　の形は線分になる！（写真心

写真護
灘

　　円盤／舞と匿i檬に⑤から質懸をする。

露盤韓　円盤を纐け，斜懸を兜灘灘に向けた状態。

　（影は横に長いだ轡形になる／（写真§｝
写真2

　⑥　次σ）3実験に対して物棒の影の形を予想さ

　　せる。

　案験茎　跨盤について

鍔盤ll／円盤を光源iに対’し垂墓に置いた状懸。（影

　の形は欝になる〉（写真3〉

　　　　　　　　写真3
③　円盤を手渡す。

⑤　円盤を机上に置いて光をあてたとしたら．

　どんな影の形ができるか着棄で表現させる。

　　答えられない場合はもう一度質潤を繰！タ返

　し，それでも答えられない場合は次に進む。

◎　紙を渡し影の形を懸で表理させる。

　図を描けない場合は次に進む。

簿禦

写真5

　　円盤韓と認繰に⑤から質驚をする。

　実験2　塵方体について

塵方体瞬　縦§騰，撲董翫羅の灘を光源に向けて羅

　いた状態。（影は後続長赫長方形になる〉

写真§

、準　灘

　　円盤懸）と購様毒こ進める脅

健1方体／韓　縦i翫難　横2磁ぎ）面を光源に両けて置

　いた状態。（影の形は縦に長い長方形になる翼写

　真嚇
　　隣盤（韓と瞬様に進める。
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　　　　　　　　　　警
　　鋤碗艦糊伽㈱脚＿議＿脚＿柑、柵一

　　　　　　　　　写真7

　実験3　零すいについて

円すい麟　直立に置いた状懇◎（影の形は二等遷三

　角形になる〉（写真瞬

　　　　　　　　　耳糞毒

　　円盤嚇と露様紅進める。

欝すい（緯　底悪を光灘紅海毒すて置いた状懇毒（影」）

　形は門形になる）（写真§〉

　　　　　　　　　写真§
　　欝盤｛lllと隅棟紅進める。

円すい縫／　覆点を発源に突けて置いた状蓬i。（影の

写真緯

ig8茎露玉2簿

　形は霧形になる／（写真欝／

　　円盤韓／と唇薄様に進める。

　　　　　　　｛鷺／
繊　分類基準
　第璽段購

　　癒く鼓徳を持っていない。

　第夏至靉靆

　　子どもは影を，舞看）羨にある梅体のコピーと

　考えている。また，実際に影を見たとしても，

　次の予想のと郵こ麟の影から得た知識を科饗す

　ること毒ζできない。

　A：羅の前にある物季春と似ている影の形を癒

　　く。また，麺棒の影を梅体そのものとみなし

　　た修する。

　　　縫えば，露盤絃置か農た状態に関係なく円

　　として予想する。

　建二光源に携燕をおいて影び）形を予想すること

　　に気づき始める。そして単純な物体（簸癒が

　　一定な物｛奉〉　に雷霆鯵垂1藪垂こ置フう縁定た状態と水

　　平に羅かれた状態垂こおける影をタ｝化させ桑含め

　　る。しかし，承平に置かれた状態紅ついて萱

　　しく予想できるとは韓褻らない。

　第至重澱濃

　　光源一一物体　スクリーンを結びっ1すて考える

　ようになり，物体が光をさえぎった結果，影が

　生じるとみなし始める。

　A：垂慶と水単に置力臠した状態の影の形は登三し

　　く予想できるが，斜・めに置かれた状態の影の

　　形について量的な変化まで更しく予想するこ

　　とはできない。

　81単純な物体については斜めに置かれた状態

　　の影の形も正しく予想できる。

麟　講査の実際と結果

第亙段購

　この段踏に属する甕童慧籍なかった。

第駿A段踏

　の鞍かず　露．／7歳蓑か恥A蓬
欝盤／i／

○「どんな影6）形ができると思う？」

　　「まるかな3

0「その影をかいてごらん」

欝
写真i濫
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暮

　「どうしてそう、iう形になると思ったの？」

　「これ（賢き盤）が夷、いカ・ら」

　スポットライトをつ謬る。

○一 vったとお畢）だった？」

　「主　ノ
　　．ノ／b一

円盤紛

　「どんな影の形ができると思う？3

　すぐに寿三こうとする。

○「かく葱に言えるかな？」

　しばらく掬体を見て考えている。

：「かける？」

　かき始めたものの

　「あれ，聞違った」

○「このわき（右麗／にかいてごらん」

　　　　　　　　　写真玉2

）「どうしてそういう彫になると患ったの？．」

　「これ（円盤／が横になっているから」

　スポットライトをつける。

○「思ったと繋1｝だった？J

　「違った」

○「どうしてこういう形になったのだと患う？」

　「さっきは縦（露盤（講にしたけれども，今度

　は横にしているから」

騰盤鍵

1）「どんな影の彫ができると思う？」

　「斜めみたいな……ゴ

C「そσ）形をかいてごらん」

．鱗，

．
懇

雛

写真欝

○「どうしてそういう形になると思ったの？」

　「これ（欝盤1が斜めになっているから」

　スポットライトをつける。

○「思ったとお計）だった？」

　「違った並

〔　「どうしてこういう影になったぴ〉だと思う？、

　「これが禽萎め誕なっているから」

薩方体韓

〔二・「どんな影6）形ができると思う？」

　すぐ1こかこうとする。

C「かく繭紅言えるかな？藩

　「長醤角の……涯

：「 ｻσ）形をかいてごらんヨ

写真欝

・》「どうしてそういう彫になると思ったの？」

　「こ彪が長羅角の籍だから」

　スポットライトをつける。

　「思ったとおりだった？1

　「うん」

痩方体繊

○「どんな影の形ができると患う？」

　「この箱が縦の形」

○「その形をかいてごらん」

写真欝

○「どうしてそういう形になると思ったの？・

　「この箱ゐ書さっき（嚢箋方体（嚢〉は横になってい

　たけれども，今度は縦になっているから」

　スポットライトをつける。

○…思ったおと拳だった」

　「うん」

○「�ｶだった？」

　「講じではない」

○「どうしてこういう形になったのだと思う？」

　「この箱は縦になっていて，ここらへん（直方

　体のスク1フーン／鱗の諏！J）部分だけしかうつつ

　ていない…

謄すい瞬

○「どんな影の彫ができると思う？ゴ
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　「これ　（聾すい〉　と藝馨じ影」

○薪この影をかいてごらんコ

写真欝

○「これ（三角形6）左灘の辺1は麟がっているび）？」

　「麟がっている謡

○「これ（右縫の辺）は？」

　鍔麟がっているゴ

○紅下は？」

　「まっすぐ」

○「どうしてそういう形になると思ったの？」

　「これ（円すい／が縦になっているから盛

　スポットライトをつける。

○「思ったとお鐸だった？」

　「はい一

〇「ここ（三角形の窪鑓の辺1は懸がってる？」

　「まっすぐコ

O「どうしてこういう影になったのだと思う？」
　「．．」鼻．

　　　‘」

○鎧うまく言えないかな？」

　「零えないゴ

聾すい緯

○「どんな影の形ができると思う？」

　「これ（円すい〉が横縫なっている彫」

○ドその形をかいてごらんユ

写真貿

○「どうしてそういう形になると思ったの？、

　「これ（円すい／が検証なっているから墓

　スポットライトをつける。

○「懇1つたとお参だった？…

　iいいえ」

O「どうしてこういう形になったのだと思う？」

　「ここ（欝すいの濠面／だけしかうつってない

鯵綴奪i2丹

　　から」

　円すい鱒

○「どんな影6）形ができると思う？」

　「これがさつきみたいじゃなくて，

　蝿の形」

○「その形をかいてごらん」

さっきの友

写真i8

○「どうしてそういう形になると思ったの？」

　「こっちC下図／導／が一とにあがって，こっち（下

　騨購が下にさがっているから」

寮

　円すい

刈
瞬　　　　勧

ス
ク
婆
一
，
ン

　スポットライトをつける。

0「思ったとお辱だった？」

　「違った、

○「どうしてこういう形になったのだと思う？葦

　「ここ（庭藤／だけがうつっているから」

第亙欝段踏

　ひでの季）　薮．　（8歳§か月l　A班

欝盤翰

○「どんな影の影ができると思う？ヨ

　「需みたいな形ができる」

C「その形をかいてごらん」

写真露

○「どうしてそういう形になると思ったの？」

　「光がここの所1こぶつかってケ

　クゆ一ン〉にうつる3

　ス濠ットライトをつける。

0「思ったとお陰だった？」

まるがこっち（ス
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　「はい…

円懸韓

○　「どんな影の形力婁できると思う？」

　「講」）平べったい影ができるゴ

○「その形をかいてごらんゴ

（）「どうしてそういう形になると思ったの？」

　「ここ　（下図〉の影がうつる」

・　◎1
　スポットライトをつける。

○「思ったとお弓だった？」

　「はい」

円盤麟

○「どんな影の形ができると思う？」

　「斜めの彩雲

○「その形をかいてごらん」

写真2歪

○「どうしてそういう形になると懸ったの？講

　「光が、Lσ）方にいって，斜めの方にうつるJ

　ス演ットライトをつける。

○「患ったとおりだった？」

　粍）いえ」

○「どうしてこういう形になったのだと思う？」

　「こっち欝が．とがると，下から光が鐵ていって，

　影がこんなところにうつる」

甕方体／碁

○「どんな影の形ができると思う？ゴ

　「長方形の形ができる」

○「そぴ）形をかいてごらん…

写真22、

○「どうしてそういう形になると思ったの？、

　「光がここ　（光源欝の藪／にぶつかって，ここ

　のところ（光源｛霧の面〉がうつる」

　スポットライトをつけるo

O「患ったとお鯵だった？」

　「ぽい」

直方体総

○「どんな影4）影ができると思う？」

　「縦の長醒角で纈い形」

　「その形をかいてごらん」

　　　　　r購　　。「どうしてそういう彫

　　　　　／篶蕊1

な

韮　写真23

　ところ1から趨ていっ

　てうつる…

　スポットライトをつけ

　る。

O「思ったとお1ナだっ

　た？」

　「はい」

　　　雛＿講．

円すい／ll

O「どんな影の彫ができると思う？

　「三角の荒いやつの影ができるま

○「そσ）形をかいてごらんi

写真笈

○「三角で荒いっていう」）は，どこが荒いの？」

　「ここ（癒角の左の方／が」

○「ここだけ？…

　「ここやここ（底角の右の方／」

○「どうしてそういう形になると患ったの？」

　「こういうふうに荒い形だと，荒い影がうつる

　と思うから」

　スポットライトをつける。

○「思ったとお鯵だった？」

　「思ったとおりではない」

○「どこが違うの？」
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　「底の角が違う3

0「角がどうなっているの？］

　「ぼくは少し曳まっていると言ったけど，これ

　は三角で角がちゃんとしていて違う」
円す』い（巽）

○「どんな影σ）形ができると思う？1

　「鈍い彫」

O「その形をかいてごらん」

欝

写真2§

○ヂどうしてそういう彫になると思ったの？1

　「ここのまる（底面／よりもその三角のとんがっ

　ている方が小さいから，こうなると患う誌

　スポットライトをつけるα

　「思ったとお1〉だった？」

　「はい」

円すい麟

今「どんな影の形ができると思う？3

　「少しとがった形」

○「その彫をかいてごらん」

　　　　　　　　．一ズ機

　　　　　　　メ　　　　　｝〆　　　　　1
　　　　　　　　　／　　　写鄭
　　　　　　　“、，　1

　　どうしてそういう形になると思ったの？暴

　一さっき（拝董すい騒／〉もこういうふうに縦毒こし、

　たら，三角のようなものがうつったから，今度

　もこういう諺、うになると思った」

　スポットライトをつける。

○「思ったとお撃だった？」

　「いいえi

（）「どうしてそういう形になった6）だと思う？」

　「この光が三舞のとんがっている方をぬいて，

　汚い方がうつる」

第纒A段隣

　こういち　 墨．　（欝歳聾か鍔〉A簸i

円盤／量）

i§琶至隼i2舞

　奉実験については完全な正答が得られたので，

途中の応答は省略する。

円盤（量l／

○「その彫をかいてごらんJ

　　　　　　　　写裏27

0「どうしてそういう影になると思ったの？、1

　「光がこっちから（光灘の方〉こう（まつす⇔

　あたるから，ここの淳さ（爾手で円盤を上下か

　らばさんで／しか鐵ない」

　スポットライトをつける。

○「思ったとおりだった？」

　「はい1

響盤鯵

○「どんな影の形ができると思う？」

　「こう縦毒こ一一一あまもつ？ゴ

○「うまく誘えないのならかけるかな？」

　…度かいてから巻翻に下図のようにかき直す。

　　　　　　　　写真器

○「どうしてそういう影になると思ったの？」

　「ここの高さ　（鍔盤の一L端）　とここの高さ　（欝

　盤」）下蟻〉に閥があるから，その闘の藤分が影

　にうつる」

　スポットライトをつける。

○「思ったとおりだった？」

　「ここ（自分でかいた琶羅の角を指さし）藍｛角じゃ

　なくてまるゴ

0「どうしてこういう形になったのだと懇．う？」

　「これ（円盤〉慧夷、だから，こう（スク1ターン

　にうつった跨をさす／なる。もしこれが獲角形

　の板だったら懸魚の影ができる］

直方体絹　嚢方体｛lll

　本実験1こついては完全な歪答が得られたので，

途中の応答は省略する。

霧すい（1）誇すい｛麟　霧すい麟

　本実験については完全な正答が得られ．た。

第雛暮後結

　ゆういち　 S．　（餐｝歳9カ｝月〉　81班

円すい（ll
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　「どんな最多σ）影毒害できると思う？、

　「二等辺三角形」　　　　　　　（以下省酪）

円すい｛墨l／需すい鱗

直方体緯　直方体韓

円盤構　馨盤韓

　上記実験はいず糞も完全な正答が得られた。

円盤韓

〇　一どんな影の琵多力釜できると思う？…

　F横に広いだ溝の影ができる…

○「その影をかいてごらん．1

　　　　護

　　、羅　、．、．『、．．　．写魏
　　・濠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妻
　　　　福鳳“一、　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘

　　　　　　　一町“岬眞畑卿｝膿“・灘

○「どうしてそういう形になると思て）たの？」

　「ここの護1さ　（右　　　　　　　　1，章　｛鱒　｛磨

響鍵♪崇｛7墨
　ここらへん（韓1

　でここ（誇盤の丸い嚢／は全体に光があたって

　も姦さはここ　（仁／〉だから，　これぐらいのだ鑓

　σ）形謡

　（舞下省略1

6歳

年齢溺発達段繕分奮グラフ

§．珪、

7　　猛鳥

　王2・夢〆

暮

9

駐露

濃．2％ ’〆§．遵！

§r
3

§

、　麓．§　　，
、

28．亜

　醗武

雄、3／3．至

　　嚢懲

　　圭§．§

2暮

欝

ノi5。6〆
，　　　　　　！

軽．警 3蓬．嘆

表i　発達段購溺分類表

　　　　　灘隼翻醗

至 疑汽 夏至鷺 雛姦 灘館
、i看

男 2人 i9￥ 3ノ 毛　　人 蔦人

§歳　　女 藍 亙5 至尊

謙 3 26 3 ｛ 32

男 至 欝 5 至毒

7　　　女 3 亙蔓 亜 垂 玉§

辞 蓬 2董 菖 モ 32

男 昌 毒 毒 欝

8　　　交 直 8 6 ｝ 董巷

議『 蓑 重4 き 32

男 3 7

準酵　　　女 至2 2 1　2 懇
　　、曇藁 15 § 1＄† 32

1
　
男
卜 騰 鯵

欝準≧ ｝ 5 5 i　　3 茎6

i　辱　篇　1 董 5 董5 重 32

男 玉 8 7 懇

疑　　　女 3 彗 4 矯

詳 毒 玉？ 1　賛 32

点　　言蓄 聾 85 各2 隠 欝2

§毒　考 察

　1　各隼鵜による段購6》分奮

　いま得られた表iを見やすくするため隼齢至舞

に再警邏し，グラフ表示すると次」）ようになる。

ii

玉2．s 墓3「
3

3毒．尋

　　　　　　　　　グラフi

　このグラフから次のことがわかる。

（碁　第簸A段賠は8歳ごろから消えていく。

（2／第簸β，勇躍A段踏慧§～簸歳まで広い暢を

もって分布している。しかし第翼慧段驚は年齢を

増すごとに減少し，第難A段賠は年齢を増すごと

に増擁する。

（㊧　第鑛慧段階は8歳ごろから崖現し年齢を増す

ごとに増撫する。

　2　影σ）形の予想と授姦め予想紛蓬答率

　影の形」）予想については，実験方法で述べたよ

うに，言葉による表琴芝と纒による表多憂との2つで

講査した。

　その豫「影の影の予想の董答ゴは纒表示による

藍答で甥擬した。また「観点の予想の正答」は光

源またはスク1穿一ンに緩1痙を霞め，そこから物捧

を見ていることが言葉や露表示から親藪される場

合とした。なお「観点の響籔不明」とは．円盤／l嶽

円すい／量／のように橿点をどこにおいてもそれぞ誕

が減一に見える場合を除いて，文字どお聾観点を

どこにすえていたのか響簸できなかった場合であ

る。

　この観点から欝2人の被調査者の実態を分類整

…塾すると学欠のようになる。

各段繕における物体懸正答率グラフ

羅影の影の予想歪答
Eコ縄点の予想の正答
魎　擾点の縄籔不購



7§ 薩鶴大学教育実践醗究紀要第夏号 聡叡年捻舞

第莚A段繕 第欝β段欝

1縫％

8｛3

韓

鱒

2彗

昌

鰯
　F弩盤　　選盤　直方弊蘂万棒附すい解すい
　（毒　　騰　　鑓　　繊　　／碁／　　転1参

　　　　　　　　グラフ2

第駿9段賠

羅盤講すい
韓1　（i／

董韓％

8春

鋳

4奪

2毒

玉総％

総

縫

41｝

2彰1

1
｝

　　1弩盤　欝盤
　　緯　　 転ll

玉総

繍

昏酵

騰

2暮

‘　●

皆　－

桑　噛

噛　‘

哩　・　・

申　－

喜　豊　｝

身　雫－

第欝A段灘

姦警棒直方捧饗すい欝すい
鱗　　lill　　総　　鱒

　　グラフ3

9

　　鰐盤　騰盤蔭寿捧直寿舞舞すい潤すい
　　／善　　　　　韓　　韓　　鱗　　麟

　　　　　　　　　グラフ4

ン＝・ン

ウ就

’：覗K

・ひ、幸　r．ウン
y・ン＝・

圏
露盤Flすい
（i碁　　鱗

Fl盤　鰹すい
鱗　　ξl1

9

　　雛盤
　　1毒

一｝＝く

`ン＝

糧盤塵方体－露寿体縛すい鑓すい
／藤　　（i／　鱒　　緯　　麟

　　　　グ予フ5

醗盤1聾す
（爵　　／薪
　　　　い

（灘　第簸A段踏ではグラフ2から．乏しい観点をも

っことさえ露難であり，まして正しい影の予想1ま

容易でない。なぜなら，影の形の予想で蕉答率が

灘％を超えるのは円盤！ののみであるからである鵬

　露盤紛の影の影の正答率は馨％である．

（2／第難β段踏ではグラフ3から胃盤（ll，1壷方体

（1い鱒に関しては視点・影の彫σ）予感がほぼでき

あがっていることがわかる。

　しかし露盤韓1・醸／ッ円すい／韓壕1銅こ関してはま

だ影の形の予想は容易でない。

　霧すい懸／の正答率が円すい（瞬のそれよりも高い

のは．一晃霧すい麟の経験を円すい麟に遜聡した

かのごとくに思われがちだが，そうではない。な

ぜなら，円すい鱗の歪答者の中には，真に影6）し

くみを運解したのではなくて，単に殊ク摩一ン

麟の面がうつる」と考えて正答となった者が多

かったからである。

　欝欝／lllの影の形の歪答率は36％に向上してい

る。

／31第雛A段購ではグラフ達から影6）形の予想は

完成されたとみてよかろう。

　円すい（鍵で聾すいの底面が光源に請けられてい

るのを見て，「光がこうきて，ここの一一番大きい面

（底面〉だけ光がさえぎられるから，この分だけ

スク1ナーンが黒くなる酬など，星影のしくみの運解

がみられる。

　しかし鍔盤鱗では6§％摩）箆童が正しい観点をも

つことができながら，正しい影の形を予想するこ

とができなかった。傾斜した物捧孝）影の形6）予想
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がいかに難しいかが知らさ重しる。

縁1第纒B段繕ではグラフ5から影のしくみに対

して完全に理解していることがわかる。

　しかし円すい／l／で影の影の予想の正答率は83％

である。

　3　性差による董答率比較

　一般に科学的思考の発達においては性差が認め

られるといわれているが，影の形の予想1こおいて

性差は認められるだろうか。

　この目的のもとに実験結果に基づいて男女劉董

答率表を作ると次の表2が得られた。

男晃奪齢磯発達段搭発奮グラフ

6歳麗A
　至2．蓉’！

8

亙至難

醸．7鬼

　　欝A
！／@麩。8

・3『 §2．尋
　　’　’

f

　　　　’ 3i．3
　，　！

f
’

ノ

醗8
1　

ノ門
3

？3 37．5　　　 ノノ @　　 25
　　　！　　／

§

購．蓼！
ノ’

達3．？ 37．5

表2　男女鶏姦答率表
き％楚単r

三

節
、

、

￥

62．5
註

ノ

〆

3マ．5

掬鯵 門　　　　盤 直だ体 騰　　す　　い

鍵摯1 麟 1盤1 魏 韓 難 1垂1 麟 鱗
蚤

男 i鶉 73．§ 24．舜 鰯．§ 鰯．§ 縫．3 了s．毒 零i。3 箆．醇

女 §暮．尋 §4．§ 響．3 鷺．書 弼．§ 蕊、2 舗．3 7垂．難 欝．轟

登

6．3　　　　　　　　　　王糞垂　　　　　　　　　　　　　　　垂3．7

　　　　　　グラフ各

　　女児葎齢雛発達段繕分奮グラフ

　この結果によれば，性差は危験率歪％σ）t一検
　　　　　　　　　ほお定において有意である。

　ところでこの有意差は何に起饗するのであろう

か。一般1こ科学的思考の発達における性差の要羅

として次の議があげられている。

　①　生来的なものであるとするi説

　②男女児の翼心度と生後の経験の椿違に基づ
　　　　　　ほの　　くとする誘

　ここでは②1こ立隣して経験の里つとして遊びを

考えてみよう。男の子の遊びは，鱗えば積み木で

あることが多い。すると，それらσ）事物に対して

は経験を通して認識を深め，そのイメージを豊か

なものにしていく。これは科学的思考の鐙発点と

もいえる。

　これに嬉し，女の子σ）遊びはままごと遊びのよ

うに人間麗係的な遊びが多い。その申では言語能

力の発達は大きい。しかし，事秘1こ庭接ぶつかる

という点では女の子は麟約を受けている。男の子

がいたずらや乱暴をするσ）に薄して女の子は「女

なるがゆえに」そ識らのことをおさえつけられ．，

事物に獲接ぶつかる機会が少なくなる。これ1ま女

の子が科学的思考を発達させるのを妨げていくこ
　　　ぐ　き
とになる。

　ちなみに，グラフ亜の雲容を牲磯による差異が

椀覚的に審易にとらえられるようグラフ表示する

と次のグラフ6，グラフ7が得られる。

6歳 鷺B
套．3、＼

7　　　蔓A

　　鰺．8！

8

§

93．？驚

動3

6暮．§
，一

@　　6．3縫｝、3

5§

■
’

、 ノ、

、

、

7s

　膿為

、　 3マ．尊　　！6．3

　　　　’

，’一一！玉2．5／ノi2、5

緯

6．i　　3i．3　　，’！’　　　 3至．3
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　今騒の8つの実験をとおして得られた結果を講

査黙約との閥連からまとめておくと次のようにな

る。

鱗　小学校低学年（6，7歳〉にあっては，影の

　形を予想するさい鷺覚1ことらわれケ影のしくみ

　に気づくのが露難である。

　　したがってこの時懸こは射影空鵜の素地とし

　て，罷点を変えると物体の見え方が異なることに

　気づく経験を与えることが肝要である。

②　第3学奪（8歳／になると第琵A段懸がほと

　んどなくなってくる。

　　したがって篤4学隼（9歳／以．とでは，影を

　醜いた学習が薄能となる。現行の学習指導要領
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にある第罐学年の「簡単な冤取躍や襲爵1籔をか

くこと」およこヂ第6学年び）「簡単な機会1こっパ』

て立体襲形ダ）立面纒または平薩1蟹にあたるもの

をよんだ1〉かいたウすること」は，適切な学習

内容であるということができる。

（麟　影の形の予想の残難性は，物体の構造乞その

　物体の置かれる状態によって生じるσ）で，影鐙

　形を震いる学習では切断猛が一定である物体

　（たとえば康方体など）をはじめ課導入するこ

　とが野饗である。
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